
‐      平 成 28年 度 第 4回 理事会 議事録

・開催 日時  平 成 28年 10月 15日  19時 より
。開催場所  堺 市西区浜寺昭和町 2丁 177番 地 5

浜寺昭和校区地域会館
。理事の数       14名
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3暑 暑3贅 各中正史 亀 田人州雄 印 膨 、細野俊明、奥野喬子、飯田月手、

中野浩二、濱野清士、山下壽子、秦野すえ子、長尾信子
・出席 した監事の氏名

石橋忠義
・議事の経過の要領及び議決の結果

上記のとおり定足数に足る出席があつたので、定款の規定により理事長平山芳弘が議

長になり、直ちに議案の審議に入つた。

議案 1.浜寺公園駅駅舎保存についての市民意見交換会、報告

2016年 9月 24日 に掲題の会が開催された。

【基本構想について】

・十    年 洗智揮榛ン 通楓、穏 監路と鮮隣劇瀞絹騒
活用期間、その後復元工事が実施されて、平成 40年 から本格活用に移行すること

が示されている。

駅舎の曳家については、平成 29年 4～6月 頃と見込んでおり、現在位置から斜

め前に曳き出す。駅舎の活用には子供会の陶芸教室など過去の実施例も参考にな

る。利用者は堺市民に限定することはない。

試験活用の運営について、この期間は、堺市としては連立推進課が窓口になり、

同課 と文化財課、観光課、西区が連携 して対応する。

試験期間は、南海の資産である駅舎を活用する事になるので、堺市、南海、地元

の三者の協定の下で活用することになる。
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未定である。

【試験活用体制について】

堺市、南海、地元(浜寺昭和校区まちづくり協議会)の三者協定を想定している。

堺市は土地の提供

南海は駅舎の提供

地元は試験活用と日常管理

【試験活用の運営費用について】

堺市の市民協働課が提案している「公募提案型協働推進事業」に応募して、その

委託料を事業立ち上げの資金とする事を企画している。この事業は平成 28年 7月

15日 に申請して8月 25日 に採択が決定してV るヽ。          !



委託料は、平成 28年 度後半から平成 30年 度までの二年半の期間に 4,540,574

円が提供される。

試験活用期間は約 7年 間であり、そのうちの 2年 半の経費は、この委託料と事

業収益で賄 うが、平成 31年 度以降は事業収益だけで運営することになる。

【活用案のイメージ】

北側旧駅務室:交 流インフォメーションスペースとして、カフェやライブラリ
ー、談話サロンとして利用する。

南側旧ギャラリー : ギャラリーとして活用する。

中央通路部分 :交流広場として多目的に利用する。

【スケジュール】

平成 28年  9月 協働事業決定

10月 事業開始

平成 29年 12月 試験活用開始

【その他の事項 :駅舎補強案】

現駅舎の構造強度が不足しているので、試験活用に先立ち、補強工事が必要にな

る。とりあえずは仮活用期間の補強として建物内部に補強材を取り付ける。文化財

としての価値を維持できるかという点では、現在の文化財の保存例ではこのよう

な補強が普及しているので、問題は無い。参考例として、堺区の山口家住宅の事例

があるので参考にして欲しい。

議案 2.浜 寺公園駅舎保存活用事業に関する諸協定の締結と保証金の支払について 決 議

本件は、平成 28年 9月 24日 に開催された第 3回 理事会で、業務の執行に付いて理事長

に一任されている。今回、次の通り協定が締結され、又、それに先立ち保証金の支払いが実

施されたので、その旨の報告があり、一件書類が呈示された。これに対して各理事から異論

無く満場一致で承認された。

① 浜寺公園駅舎の試験活用事業に関する協定書

(浜寺昭和校区まちづくり協議会が調印)

② 浜寺公園駅舎の試験活用事業に関する確認書

KNPO法 人浜寺公園駅舎保存活用の会が調印)

③ 委託書

(浜寺昭和校区まちづくり協議会からNPO法 人浜寺公園駅舎保存活用の会への委託割

④ 浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業協定書

(NPO法人浜寺公園駅舎保存活用の会が調印)

⑤ 委託契約書

⑥ 監督員報告書

④ 保証金の支払い 454,058円

議案 3.NPO法 人の平成 28年 9月末の会計収支と会員数の報告

平成 28年 9月 の収支報告書が提出された。

9月 の収入は会費 2,000円であり、経常支出合計は 8,124円で、当月収支は-6,124円 と

なり、前月からの繰越金 831,738円にたいして、次期繰越金は825,614円となった。

会費支払い済み会員数は77名 と計上されている。

繰越金については、当月末で現金をゆうちょ銀行に預け入れたので手持ち現金をゼロ



としている。また、ゆうちょ銀行勘定から 454,058円 を堺市に支払い納付書を受領 してい

る。これは事業終了後に戻入される保証金であり、会計処理としては、同額を繰越金の中で

差入保証金勘定に移 している。その結果、ゆうちょ銀行預金残高は371)556円 となるが、繰

越金は合計、831,738円を維持している。

以上は報告事項である。

議案 4.NPO法 人の平成 28年 度上期中間決算書

平成 28年度活動計算書(平成 28年 4月 1日 より平成 28年 9月 30日 まで)

平成 28年 9月 30日 現在貸借対照表

上期の正味財産増額は 180,230円であり、9月 30日 現在の正味財産額は 825,614円 にな

つている。

資産の部、流動資産は、手元現金 0円 、郵便貯金 371)556円、差入保証金 454,058円

であり、合計金額は 825,614円で正味財産額に一致している。

本会は中間決算を義務づけられていないが、今回、10月 1日 より新規プロジェク トが発

足するので、上期中間決算書を作成 して財務状況を明らかにした。 本 件は報告事項として

取り扱 う。

議案 5.浜 寺公園駅舎保存活用プロジェク トの事業内容 と予算の確認

本事業の予算については既に事業申請書の収支予算書積算根拠 (詳細)と して理事会に提

出されているが、個々の事業についての費用内容は読み取りにくいので、事業別 ・年度別 ・

費用総括表を作成 して理事会に提出している。記載金額の細目については、あくまでも、予

算の積算に用いたもので、実行予算を作成する段階で、各担当グループで見直す必要がある。

ただし、事業計画の収支の大枠は、申請書の本文に記載の収支予算書に記載されているの

で、この範囲内で実行予算を作成することになる。

本議案は報告事項である。

議案 6。駅舎保存活用プロジェク トの実施状況  報 告

各グループ毎に進行状況の報告を求めたが、まだ検討初期で、まとまった報告はない。
・カフェグループ 総 括的に検討中
・ギャラリー 展示物の掲示方法について、新設される予定の補強材を使つてつり

下げレールを天丼に設置できないかという提案が出ている。
・ 中 央通路のイベン トの取 り扱いに関して参加料を取るかどうかの疑間が出た。

これについては有料とすることもできるし、無料にして、参加者が増えればカ

フェの売上が増えるという見方もあり、今後の検討課題になるということにな

った。
・ 情 報システムについては、PC購 入準備中。ホームページに関して試作を予定し

ている。理事会出席の各グループに原稿を依頼した。ホームページ(第1ペ ー

ジ)には理事長のメッセージを予定している。
'既 に交付されている実行組織に関して、会計監査 細野とい う記載があったが、

監査は NPO監 事が担当するので、細野氏の担当は会計処理に対する相談役と理

解することになった。
・ 事業計画に必要な駅舎の図面を二組配布 した。一つは移設基本設計業務 という

名称の図面で、平面図と建屋の外観図一式 9枚 、もう一つは曳家調査検討業務



という図面で建屋の内面を記載 した図面が付属 している。図面一式 7枚構成に

なっている。この図面は未完成で調整中との断 りが付いている。

その他、特筆すべき議事はなかつた。 本 議案は報告事項である。

議案 7.駅 舎内部の実地検分による再確認について

早急に実地検分を実施することになり日程を調整 した。

11月 5日 (上)午 後 2時 に浜寺公園駅に集合 し建物内部を検分する。その後浜寺昭

和校区地域会館にて打ち合わせを行 う。

参加予定は、堺市、南海、大阪大学加賀教授 と内装デザイン専門家、及び、NPOの

各グループ員。

当日は連合自治会の他行事があり、参カロは限定されるが、各グループを代表 して誰

かが出席する。

本議案は調整案件。

議案 8.リ ース条件の取り扱いについて

本事業の購入品で高額の物はリース契約で購入することになっている。 リースの取 り扱

いについて諮つたところ、浜寺昭和校区連合自治会では阪南 リース社を通 して購入 してい

るので、同じ業者の採用を考えることにして調査する事に決まった。

決議事項として取 り扱 う。

議案 9.平 成 28年 10月 1日 以降の会計報告について

10月 1日 から浜寺公園駅舎保存活用プロジェク ト事業が始まり、本事業の所定の様式に

よる会計報告が要求されている。従つて、今後の会計報告はその報告様式を主とし、NPO全

体の会計報告は、期末に別途作成する。

なお、役員の会計基準にたいする理解を深めるために「NPO法人会計基準ハン ドブック」を

配布 した。

本件は報告事項。

以上をもつて本日の議事を総て終了したので、議長は 20時 30分 に閉会を宣言 した。

上記議事の経過の要領及び議決の結果を明確にするためこの議事録を作成 し議長及び議事

録署名人がこれに記名押印する。

平成 28年 10月 21日

特定非営利法人浜寺公園駅舎保存活用の会

議    長   平 山 芳 弘
マ筈勢

議事録署名人  田 中 正 史 (ぐ
:i勘

議事録署名人  中 川 高 秀
(置 抄


